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ABSTRACT

Intracellular Ca has been reported to play a critical role in various cellular func-

tions. Many effects of Ca are mediated through calmodulin (CaM), and the effects of

Ca /CaM may be mediated by Ca /CaM-dependent protein kinase II (CaM kinase II).
Four subumts of CaM kinase II are encoded by distinct genes, and various isoiorms of

these subumts exist as different splicing variants. In this review, I will focus on the

subcellular localizations of major isoiorms m neurons and pancreatic　β　cells and their

physiological functions. CaM kmase II is abundant m neurons, comprising 1-2% of the
total protein concentration. α isoform is the most abundant isoform of CaM kinase II

in neurons in hippocampal CAl region. In this region, α isoform is distributed in the cy-

toplasm in postsynapse and translocates to postsynaptic density (PSD) following its

activation. There are many evidence demonstrating that α isoiorm in PSD plays an mi-

portant role in synaptic plasticity. αB and a 3 isoiorms contain a nuclear localization

signal and are localized in the nucleus. Both lsoforms are involved m gene expression.

In addition to PSD, α isoiorm is associated with synaptic vesicle membranes in presynapse.

In the case of insulinoma cells derived from pancreatic β　cells, we found that　∂ 2 isoform

is associated with insulin secretory granule membranes. α isoform and　∂ 2 isoform are

involved in neurotransmitter release and insulin secretion, respectively. These results

suggest that each isoiorm is localized in the specific regions m the cells to play an mi-

portant role in the specific cellular functions. Interestingly, the accumulation of　α

isoform has been noted in neuronal soma in Alzheimer's disease brain. Our recent data

suggest that　α isoiorm hyperphosphorylates tau in neuronal soma m Alzheimer's dis-

ease brain. Therefore, disturbance of physiological functions of α isoiorm may be related

to the pathophysiology of Alzheimer-s disease. Ryukyu Med. J., 25( 3,4) 111-122, 2006
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はじめに

タンパク質リン酸化酵素はプロテインキナ-ゼとよば

れる.プロテインキナ-ゼは,細胞内に存在し,様々な

タンパク質をリン酸化することで細胞の機能を制御して

いる.プロテインキナ-ゼは,常に活性型で存在するも

のと,通常は不活性型で存在するものとに分けられる.

後者の場合は,ホルモンや神経伝達物質などの細胞外刺

激によって活性化される　Ca2　カルモデュリン依存

性プロテインキナ-ゼII (CaMキナ-ゼII)も後者に属

する.すなわち,細胞外刺激により細胞内にCa2　が増

加すると, Ca2　は,細胞内に存在するカルモデュリン

とよばれるタンパク質と結合する　CaMキナ-ゼIIは

このCa2+/カルモデュリン複合体により活性化される.
試験管内での研究では,広い基質特異性を有し,多くの

タンパク質をリン酸化するト3).リン酸化されるアミノ

酸はセリンまたはトレオニンである.また,遺伝子やス

プライシングの違いにより,現在30種類以上のアイソ
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フォームの存在が知られている.しかし,なぜこのよう

に多くのアイソフォームが存在するのかという生理的な

理由は不明である.筆者らの研究も含めた多くの研究に

よって,細胞内の特定の部位に局在するアイソフォーム

が知られるようになった.局在する部位としては,後シ

ナプス肥厚部(post synaptic density; PSD),後シ
ナプスのアクチン線維上,核内,神経細胞のシナプス小

胞膜,ホルモンの分泌頼粒膜などが挙げられる.すなわ

ち,試験管内では,全てのアイソフォームが多くのしか

も共通のタンパク質をリン酸化するのに対し,細胞内で

は,局在部位が異なりリン酸化するタンパク質もそれぞ

れに限定され,異なる生理機能に関与する可能性が考え

られる.また,細胞内での局在部位を決定する機構につ

いてもいくつかの例が明らかになった.本稿では,神経

細胞内に存在するアイソフォームを中心にして,それぞ

れのアイソフォームの生理機能を,細胞内局在部位と関

連付けながら解説する.さらに本酵素の生理機能の障害

がアルツハイマー病の病態生理に関わっている可能性を

みいだしたので紹介する.

I. CaMキナ-ゼIIの構造と種類

CaMキナ-ゼIIでは,異なる遺伝子由来のサブタイ

プをサブユニットとよんでいる.現在,ほ乳類では, α,

β, γ, ∂と呼ばれる四種類のサブユニットが報告され

ている4-5).さらに,それぞれのサブユニットについて,

スプライシングの違いによって形成されるサブタイプを

アイソフォームとよんで区別している.それぞれのサブ

ユニットについての主なアイソフォームをFig.l Bに示

した.現在, αサブユニットについては, 2種類のアイ

ソフォームしか報告がない.しかし他のサブユニットに

ついては多くのアイソフォームが報告されており,全て

を合わせると, 30種類以上のアイソフォームが存在す

る. αアイソフォームは成熟した神経細胞にのみ発現し

ているのに対し,他のアイソフォームは脳を含めた多く

の組織で発現している.それぞれのアイソフォームに,

触媒領域,調節領域,可変領域,結合領域が存在する

(Fig.l A)5).調節領域には自己阻害部位とカルモデュ
リン結合部位が重なり合って存在する.すなわち,カル

モデュリン結合部位にCa2　カルモデュリン複合体が

結合することで自己阻害部位による活性阻害が解除され,

酵素が活性化される.触媒額域や調節領域のアミノ酸配

列にはサブユニット間でも90%以上の相同性がある4).

そのために,試験管内での基質特異性やカルモデュリン

との結合能には,ほとんど違いが認められない.興味深

いことに調節領域の後につづく部位のアミノ酸配列がそ

れぞれのアイソフォームで大きく異なっている.この部

位は可変領域とよばれ,それぞれのアイソフォームのア

ミノ酸配列の違いは,主にこの可変領域のアミノ酸配列

の違いによる.すなわち,可変領域のスプライシングの

違いにより,複数のアイソフォームが形成される.なお,

CaMキナ-ゼIIは12個のアイソフォームが集まって分

子量約65万のホロ酵素を形成する,7)この結合には結

合領域同士の結合が関与している.なお,結合領域では

サブユニット間で80%前後の相同性が認められる4).棉

同性が高いことから,異なるアイソフォーム間でも結合

してホロ酵素を形成する可能性もある. αアイソフォー

ムとβアイソフォームとの間には76%の相同性があるが,

脳の神経細胞内において,両方のアイソフォームからな

る-テロオリゴマ-が存在することが報告されている8).

II.シナプス後部に存在するアイソフォーム

のシナプス可塑性への関与

A.シナプス可塑性とグルタミン酸受容体

神経細胞と神経細胞の間のシナプスでの情報の伝達は,

前シナプスから放出された神経伝達物質が後シナプスに

存在する受容体を刺激することによってなされる.シナ

プスでの伝達効率が変化することをシナプス可塑性とよ

ぶ.シナプス可塑性は,ラットやマウスの脳の海馬とよ

ばれる部位のスライス系を用いて電気生理学的に詳しい

研究がなされてきた.また,海馬を含めて脳内の主な神

経伝達物質としてグルタミン酸が知られている.電気生

理学的な知見とグルタミン酸の作用から海馬のCAlと

よばれる領域でのシナプス可塑性の機構が明らかになっ

た9,10)すなわち,電気的な刺激により,前シナプスからグ

ルタミン酸が放出されると,後シナプスに存在するグルタ

ミン酸受容体に結合する.グルタミン酸受容体は,四種類

の受容体に分けられるが,それらの受容体の中のまず

AMPA ( α -amin0-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole

propionic acid)受容体とグルタミン酸が結合する.
AMPA受容体が刺激されると,受容体に内在するNa+

チャネルが開いて,後シナプス内にNa+が流入する

(excitatory postsynaptic current: EPSC) (Fig.2 ).

すなわち,前述した情報の伝達がなされる.興味深いこ

とにこの段階では,別のグルタミン酸受容体であるNM

DA ( jV-methyl-D-aspartate)受容体は刺激されない.
しかし,さらに電気刺激を強くして,前シナプスからの

グルタミン酸の放出量を増加させると, NMDA受容体

も刺激されるようになる.重要なことには, NMDA受

容体に内在するチャネルが開くと, Na+に加えてCa2

も流入する(Fig.2).そして, Ca2+が流入すると,
AMPA受容体(NMDA受容体ではない)のグルタミン

酸に対する感受性が増加する.シナプス間の伝達効率は

AMPA受容体の働きによって決まるので,結果的に,

流入したCa2+によって,シナプスにおける伝達が増強

されることになる.さらにこの伝達の増強が数日間にわ

たって続くことも知られている.この現象は,長期増強

現象(long-term potentiation; LTP)とよばれている.
様々な角度からの研究により, CaMキナ-ゼIIがこのL
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Fig. 1 Schematic representation of CaM kinase II (A) and amino acid sequences of variable domains and neighbor-

ing residues of each isoform (B). A. Residue numbers are according to　α isoform. Shaded and black boxes rep-

resent the regulatory domain and the variable domain, respectively. B. Ammo acid positions are numbered based

on　α, β, γA and　∂1, respectively.

□匿慧璽慧0

Cytoplasm in Dendnte

Fig. 2 Translocation of α isoform to postsynaptic density (PSD) and phosphorylation of AMPA receptor (AMPA-

R). A combination of glutamate and strong depolarization stimulates NMDA receptor (NMDA-R) and induces

the Caz influx through NMDA receptor. The elevated levels of Ca2 /CaM complex activate α isoform (CaMKII

α) , and the autophosphorylated (activated) α isoform (P-CaMKII　α) translocates to PSD through interaction

with densin and NMDA receptor. AMPA receptor is phosphorylated by α isoform and the conductance of AMPA

receptor is enhanced. The physiological functions of　β isoform (CaMKII　β) are not clear at present.
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TPに関与することが明らかになってきた.それらの研

究のいくつかを次に説明する.

B. αアイソフォームの後シナプス肥厚部-の移動

a.後シナプス肥厚部でαアイソフォームと結合するタ

ンパク質

グルタミン酸受容体が存在する後シナプス部位には,

電子顕微鏡による観察で後シナプス肥厚部(post syn-

aptic density; PSD)とよばれる構造がみとめられる.

脳から細胞分画法により,この後シナプス肥厚部を単離

することができる.この後シナプス肥厚部分画には,多

くのタンパク質が存在する.その中には, AMPA受容

体やNMDA受容体も多量に含まれる(Fig.2 ).この分

画を用いて, αアイソフォームと結合するタンパク質が

検討された11-14)その結果　NMDA受容体の中の三種

類のサブユニットが結合することが明らかになった11-13)

また,後シナプス肥厚部には,デンシンとよばれるタン

パク質も存在する(Fig.2 ).デンシンは分子量約18万
の糖タンパク質である.このデンシンもαアイソフォー

ムと結合することが示された14)また,別の研究者によ

り,デンシンに結合するタンパク質がヒトの脳のcDNA

から酵母の21ハイブリッド系を用いて検討され,三種

類のタンパク質が同定された.その中の一つが, αアイ

ソフォームであった15)なお,同定された三種類のタン

パク質の一つはα-アクチニンであった15)さらに,デ

ンシンのα-アクチニンとの結合部位はαアイソフォー

ムとの結合部位とは異なることが示された.これらの結

果から, αアイソフォームとデンシンおよびα-アクチ

ニンの三者の複合体が後シナプス肥厚部に存在すること

が予想される(Fig.2).さらに, βアイソフォームを
含むホロ酵素はデンシンとは結合できず, αアイソフォー

ムのみからなるホロ酵素のみがデンシンと結合できるこ

とが示された15)

b. αアイソフォームの活性化による後シナプス肥厚部

-の移行

CaMキナ-ゼIIは活性化により,速やかに調節部位

のトレオニン残基(αとαBアイソフォームでは286番

目に,他のアイソフォームでは287番目に相当する)が

自己リン酸化される2).後シナプス肥厚部分画を用いた

実験系で,自己リン酸化により, αアイソフォームが後

シナプス肥厚部に結合しやすくなることが明らかになっ

た16)また,海馬のスライス系で, CaMキナ-ゼIIの自

己リン酸化反応を促進させる細胞外刺激によって,本酵

素が後シナプス肥厚部に結合することが確認された17)

さらに海馬の初代培養神経細胞に蛍光タンパク質である

green fluorescent protein (GFP)と融合させたαア
イソフォームを発現させると, NMDA受容体の刺激に

より細胞質から後シナプス肥厚部に移行した18)興味深

いことに,この反応は可逆的であり,細胞外のCa2十を

除くと,細胞質に再度移行した.なお, GFPと融合さ

せたβアイソフォームを発現させて同様の実験を行うと,

後シナプス肥厚部-の移行速度が遅く, αアイソフォー

ムでは20秒ほどで移動するのに対し, βアイソフォー

ムでは280秒ほどの時間を要した.筆者らは,海馬の初

代培養神経細胞で, NMDA受容体を局所的に刺激する

と,後シナプス肥厚部のCaMキナ-ゼIIのみが自己リ

ン酸化されていることを確認した19)この現象は,自己

リン酸化されたCaMキナ-ゼIIが全て後シナプス肥厚

部に移行したと解釈される.これらの結果から, αアイ

ソフォームのみからなるホロ酵素が,グルタミン酸受容

体の刺激により活性化されて自己リン酸化を受け, NM

DA受容体やデンシンに結合することで後シナプス肥厚

部に一過性に局在するものと考えられる(Fig.2 ).

C. αアイソフォームによるAMPA受容体のリン酸化

とシナプス可塑性

筆者らは後シナプス肥厚部に移行したαアイソフォー

ムの生理機能について検討した.もし, AMPA受容体

がαアイソフォームでリン酸化されてグルタミン酸に対

する感受性が増加すれば,それで,後シナプスでの

Ca2 +の流入によるAMPA受容体の感受性の増加の分子

機構が説明できると考えた.そして,その考えが正しい

ことが明らかになった(Fig.2).その後の研究で,

AMPA受容体の中のGluRlとよばれるサブユニットの

831番目のセリンがαアイソフォームによってリン酸化

されることで,約2.5倍ほどNa+が流入しやすくなるこ

とが明らかになった9).興味深いことに, AMPA受容

体の中のGluR2とよばれるサブユニットにはこの831番

目のセリンが存在しない.そして, GluRlを持たない

ノックアウトマウスを作製すると,このマウスの海馬ス

ライスではLTPが起こらないことが示された9).現在,

LTPは形成と維持に分けて分子機構が検討されている.

筆者らが兄いだした現象はLTPの形成の分子機構であ

る可能性が高い9 ,10)

D.ヒトの記憶や学習とシナプス可塑性

様々な研究から,海馬はヒトでも記憶に重要な部位で

あることが明らかになっている.また,シナプス可塑性

を考えることで,ヒトの記憶や学習の生理機構を説明す

ることが可能である.すなわち,我々の脳内には,それ

ぞれの記憶に関係する神経の回路が存在すると考えられ

る.そして,強い印象や短時間での繰り返し学習などで,

その回路内を情報が早く動くと,シナプス可塑性により

シナプスでの伝達効率が増強される.すなわち,記憶が

形成されたことになる.そして,記憶が長期間に渡って

維持されるという現象は,この伝達効率が増強した状態

が長期間に渡って維持されることで説明できる.さらに,

我々が思い出す(想起する)ときには,この回路が活発

に動いていると考えられる.もし,この考えが正しいと
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すれば, αアイソフォームは,記憶の形成過程に重要な

役割をもつことになる9,10)

E. βアイソフォームとアクチン線経の結合

神経細胞の後シナプスには, βアイソフォームも多量

に存在する. GFPと融合させたβアイソフォームを海

馬の初代培養神経細胞に発現させる実験で興味深い現象

が明らかになった(Fig.2).すなわち, βアイソフォー
ムは樹状突起や細胞膜直下に局在した.そして, βアイ

ソフォームの局在部位はアクチン線経の局在部位と類似

していた.さらに,アクチン線経が豊富な好塩基性白血

球やNIH-3T3細胞にβアイソフォームを発現させるこ

とで,アクチン線維上への局在が確認された21)なお,

βアイソフォームとアクチン分子が直接に結合する可能

性が高いと思われるが,両者の結合についての詳しい検

討はなされてはいない.また,アクチン線維上に局在す

るβアイソフォームの生理機能も不明である.

III.核内に存在するアイソフォームの

遺伝子発現への関与

A.可変領域に核移行シグナルを有するアイソフォーム

筆者らはすべてのアイソフォームの可変額域のアミノ

酸配列を比較すると,遺伝子が異なるにもかかわらず,

それぞれのサブユニット間に類似したアミノ酸数と配列

からなる挿入配列が存在することに気が付いた(Fig.l
B):　その中で, 11個のアミノ酸からなる配列が挿入

された場合は,核内-の移行シグナルが形成されること

が明らかになった.すなわち, SV40のラージT抗原な

どに認められるリシン-リシン-アルギニン-リシン

(KKRK)の配列は,核移行シグナル(nuclear local-

ization signal; NLS)として機能する(Fig.3 ).こ

のNLSを有するアイソフォームとして,脳からαBとγ

Aが,心臓から∂3がクローニングされていた(Fig.
3 )!　筆者らは小脳の神経細胞の一つである頼粒細胞

の核の中に63アイソフォームが局在することをみいだ

した22)そして, αBと63アイソフォームを,神経細

胞の培養細胞株であるNG108-15細胞に発現させると,

SV40TAg- TP P

αB

γA

62

63

‥　NDG

‥　DGG

‥　PDG

‥　PDG
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核内に局在することを確認した22,23)

B.核内に局在するアイソフォームによる遺伝子発現調節

核内にカルモデュリンが存在すること,および細胞外

刺激により核内のCa2十濃度が上昇することは多くの研

究者により報告されている(Fig.4).したがって,過
当な細胞外刺激によって,核内に局在するCaMキナ-

ゼIIのアイソフォームが活性化されることは十分に予想

される(Fig.4).

心筋における心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)

の発現はアドレナリンのα1受容体作用薬であるフェニ

レフリンにより増強される.心室筋の培養細胞を用いて,

この反応に∂3が関与することが報告されたl). ANPの

プロモーター部位にはSRE (serum response element)

が存在しており, ∂3によるSRF (serum response fac-

tor)のリン酸化と活性化がANPの発現を増強させるも

のと考えられた24)

筆者らは,神経細胞の核内に存在するαBと∂3の生

理機能について,脳由来神経栄養因子(brain-derived

neurotrophic factor; BDNF)の発現調節-の関与に

ついて検討した　　BDNFは脳の神経細胞の生存に重

要な役割を持つ:). BDNFは小脳の頼粒細胞でも多量に

発現しており,小脳の頼粒細胞の細胞死を抑制してい

る26)初代培養頼粒細胞を用いた実験から,そのmRN

Aの発現には電位依存性Ca2　チャネルからのCa2　の流

入が必要であることが報告された26)筆者らがNG108-

15細胞を電位依存性Ca2　チャネルを開口させるBay K

8644で処理すると, BDNFのmRNAの発現が増加し

た25)さらに,本反応はαBか∂3の過剰発現により増

強された.これに対し,核内に移行しない∂1の過剰発

覗,およびATP結合部位のリシン残基をアラニンに置

換した酵素活性のない6 3の過剰発現では増強効果は認

められなかった'. BDNFのプロモーター活性もαBか

∂3の過剰発現により増強された(Fig.4).しかしAN
Pと異なりBDNFのプロモーターにはSREは存在せず,

αBと∂3による未知の転写調節因子のリン酸化がBDN

Fの発現を増強させるものと予想される.

V E D P L A 日.

S S S S V O L M

- A
S S S S V H L M E P Q T T V V H N A T D G I K -

ESS‥-

GST-

EST‥-

EST‥-

Fig. 3 Comparison of amino acid sequences of simian virus 40 large T antigen (SV40TAg) and variable domains

of the isoiorms. Shaded and open boxes represent the nuclear localization signal and the 15-ammo acid insertion

of γ A isoiorm, respectively.
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C.核内移行を阻害する配列をもつアイソフォーム

筆者らがγAアイソフォームをNG108-15細胞に発現

させると,意外にもγAアイソフォームは核内に移行し

ないことが明らかになった23) γAの可変領域では, ll

個のアミノ酸配列の後に15個のアミノ酸配列が挿入さ

れている(Fig.3).そこで, γAからこの15個のアミ
ノ酸配列を欠失させた変異体およびαBにこの15個のア

ミノ酸配列を挿入させた変異体を作製した.作製した変

異体をそれぞれNG108-15細胞に発現させたところ, γ

Aの欠失変異体は核内に移行したのに対し, αBに15個

のアミノ酸配列を挿入させた変異体は核内-の移行が認

められなかった23)これらの検討から, 15個のアミノ酸

配列が核内への移行を阻害することが明らかになった

(Fig.3 ).本部位のアミノ酸配列はこれまでに報告され
ている核外移行シグナルとは異なっており,新しい核外

移行シグナルの可能性が考えられる.

IV.シナプス小胞やインスリン分泌頼粒に局

在するアイソフォームの開口放出への関与

A.神経伝達物質の放出に関与するαアイソフォーム
前シナプスでは, αアイソフォームはシナプス小胞膜

に局在している.シナプス小胞には,シナプシンIとよ
ばれるタンパク質が存在する.シナプシンIは, N末端

側でシナプス小胞膜のリン脂質と結合している27)また,

シナプシンIはアクチン線経とも結合し,アクチン線経
の架橋形成を促進させている.このようにして形成され
たシナプシンIとアクチン線経とシナプス小胞の複合体

[Cytoplasm]

により,シナプス小胞の膜直下-の移動が抑制されてい

る.さらにシナプシンIは,そのC末端側でαアイソフォー

ムと結合してシナプス小胞-の結合が強化されている28)

様々な研究から,本部位でのαアイソフォームの生理機

能として,神経伝達物質の放出-の関与が明らかになっ

た(Fig.5A).すなわち,神経終末部にCa2　が流入す
ると, αアイソフォームが活性化され,シナプシンIを

リン酸化する.そのリン酸化により,シナプシンIの立

体構造が変化し,結果として複合体がこわれることで,

シナプス小胞が遊離される.これらの反応により,シナ

プス小胞の膜直下-の移動が可能になり,開口放出に利

用されるシナプス小胞の数が増加する27)なお現在でも,

αアイソフォームがシナプス小胞膜に局在するために必

要な結合分子は不明である.

B.インスリン分泌に関与するβ-eと∂2アイソフォーム

筆者らはマウスのインスリン分泌細胞であるMIN6

細胞からシナプシンIをクローニングした29)さらに,

ショ糖密度勾配遠心法により,シナプシンIがインスリ

ン分泌頬粒上に局在することを見出した29)筆者らはイ

ンスリン分泌反応-のCaMキナ-ゼIIの関与を明らか

にする目的でMIN6細胞から本酵素の全てのアイソフォー

ムをクローニングした.その結果, β-eと∂2が主なア

イソフォームであることが明らかになった30)筆者らが

作製した∂1から∂4に対する抗体で免疫プロットを行

うと,興味深いことに, ∂2がインスリン分泌頼粒上に

局在した29) β'eの細胞内局在部位については特異性と

力価の高い抗体が得られないために明らかではない.次

Ca2+

Ca2+

I
Ca2+/CaM

I
CaMKII　αB& 53

1
BDNF Gene BDNF Promoter

=オ　　　聖BDNFmRNA　芦=
Fig. 4 Increase of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene expression by the nuclear isoforms of CaM

kinase II. The opening of L-type voltage-dependent Ca2+ channels (VDCC) increases Ca2　concentration in the

nucleus as well as the cytoplasm. The elevated levels of Ca2 /CaM complex in the nucleus activate　αB and　63

isoforms (CaMKII αB& a 3). Both isoforms activate BDNF promoter by unknown mechanisms. Activation of

BDNF promoter increases BDNF mRNA.
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に, β'eと∂2がインスリン分泌反応に関与する可能性

を検討した30)インスリン分泌細胞は,細胞外のグルコー

スの増加が刺激となって,貯蔵していたインスリンを開

口放出させる. MIN6細胞でも,高濃度のグルコース

の処理により,細胞内のCa2　が増加し,インスリンが

開口放出される(Fig.5 B).筆者らは, MIN6細胞で,

高濃度のグルコースの処理により, β'eと∂2が活性化

され,シナプシンIのリン酸化が増加することをみいだ

した30)さらに, β'eか∂2を過剰発現させると,シナ

プシンIのリン酸化とインスリンの分泌が増強された.

これらの結果により,神経伝達物質の放出反応のαアイ

ソフォームによる調節と同様の機構が,インスリン分泌

反応ではβ'eと∂2により遂行されていることが明らか

になった(Fig.5B).

Ⅴ.アルツハイマー病へのCaMキナ-ゼIIの関与

A.タウの構造とアルツハイマー病での異常

a.微小管とタウ

微小管はチューブリンが重合して形成される.微小管

を調製する時に,チューブリンと共に,一定の割合で精

製されてくるタンパク質を微小管附随タンパク質

(microtubule-associated proteins; MAPs)と総称す
ることが多い　　MAPsは,構造性MAPsとキネシン

Neurゥtransmitter Re一ease

B.
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などのモータータンパク質とに分けられる.タウは構造

性MAPsの一つであり,脳の神経細胞に多量に発現し

ている.神経細胞の中では,主に軸索と細胞体に存在す

る.タウは,試験管内では微小管の重合を促進し,形成

された微小管を安定化する.微小管は軸索の構造を維持

するとともに,神経終末で利用されるタンパク質などを

含む小胞を輸送する通路となる.したがって,タウの機

能が障害されると軸索の微小管が不安定になり,軸索の

構造が弱くなるとともに,神経終末-の小胞の輸送が障

害されると考えられる.

b.タウの構造

成熟した脳から精製したタウは, SDSポリアクリル

アミドゲル電気泳動では,分子量が55,000から65,000の

位置に複数のバンドとして認められる.ヒトのタウの遺

伝子は第17番染色体に一つ存在し,スプライシングに

よって, 6種類のアイソフォームが形成される　　　c

末端側に18個のアミノ酸からなるチューブリン結合部

位の繰返し配列が3回か4回存在する(Fig.6 ).チュー

ブリン結合部位の数はアイソフォームによって異なる.

C.タウのアルツハイマー病での異常

アルツハイマー病(AD)脳の主な病理学的所見の一

つとして神経原線維変化が知られている.神経原線維変

Glucose

I

I
G-6-P

I

TCA Cycle

l
ATP/ADP I

K-AT P

Channel

＼　　　′

Depolarization

Insuhn Exocytosis

Fig. 5 Involvement of phosphorylation of synapsin I by CaM kinase II in neurotransmitter release (A) and insulin

exocytosis (B). A. An action potential in the axon is conveyed to the nerve terminal and induces membrane depolari-

zation. The opening of L-type voltage-dependent Ca2　channels (VDCC) increases intracellular Cazトconcentration,

followed by activation of α isoform (CaMKIIα). B: Oxidative metabolism of glucose (TCA Cycle) induces a rise

in the cytosolic ATP/ADP, which closes K-ATP channels, followed by membrane depolarization. The opening of

VDCC increases intracellular Ca2 + concentration, followed by activation of β 'e and　∂ 2 isoforms (CaMKIIO 'e& a 2).

Phosphorylation of synapsin I by CaM kinase II induces the translocation of synaptic vesicles (A) or insulin

secretory granules (B) beneath the plasma membrane, followed by neurotransmitter release (A) or insulin

exocytosis (B).
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化は神経細胞体に存在し,電子顕微鏡による観察では,

主にpaired helical filaments (PHF)からなることが

知られている.また, PHFはneuropil threadsと呼ば

れる神経突起と,老人斑の周囲の変成した神経突起内に

も存在する. 1980年代の中頃, PHFの構成成分が過剰

にリン酸化されたタウ(PHF-タウ)であることが明ら

かになった32-35)すなわち, AD脳では,タウが何らか

の原因により微小管から遊離して,タウ同士で結合する

ことでPHFを形成すると考えられる.結果として微小

管もこわれることになる.実際に,神経細胞内でPHF

が存在する部位には,微小管は認められない.現在,

PHF-タウでの過剰リン酸化部位が同定され,少なくと

も22か所がリン酸化されていることが明らかになって

いる　(Fig.6).なお,リン酸化部位を示すには,ヒ
トで発現しているタウの中で最も長い441個のアミノ酸

からなるアイソフォームのアミノ酸配列の番号を使うこ

とが多い(Fig.6).現在でも,過剰なリン酸化がPHF

形成の引き金になるかは不明である.ただし,リン酸化

によりタウは微小管から遊離することが多いため,過剰

なリン酸化がPHF形成の促進因子の一つであることは

まちがいない.

B.タクのCaMキナ-ゼIIによるリン酸化反応

a.試験管内でのリン酸化反応

PHF-タウの過剰リン酸化反応には,複数のプロテイ

ンキナ-ゼが関与しているものと思われる.それらのプ

ロテインキナ-ゼの中でも,グリコーゲン合成酵素キナ-

ゼ3 (GSK3)とサイクリン依存性キナ-ゼ5 (cdk5)

の関与が詳しく調べられている34,35)筆者らは, AD脳

でタウが過剰にリン酸化されていることが明らかになる

以前から,タクのリン酸化と脱リン酸化反応について検

討してきた34,39,40)すなわち, 20年以上前に, CaMキナ-

ゼIIの脳内での基質タンパク質を検索し,タウが強くリ

ン酸化されることを兄いだした39)そのリン酸化により

微小管の重合が阻害された.また,タウを脱リン酸化す

る酵素を脳から精製し,リン酸化による微小管重合の阻

害は,脱リン酸化により消失することを確認し,反応が

可逆的であることを明らかにした　　PHF-タウのリ

ン酸化-のCaMキナ-ゼIIの関与については,まず他

の研究室から報告された41)彼らは, CaMキナ-ゼIIに

よるタウのリン酸化部位は416番目のセリンの1か所で

あると報告した(Fig.6).それまで416番目のセリン

がPHF-タウで過剰にリン酸化されているとの報告はな

く,したがって, PHF-タウのリン酸化にはCaMキナ-

ゼIIは関与していないと考えられた.著者らは,大腸菌

の発現系を用いてヒトの最も長いタウを精製した.そし

て, CaMキナ-ゼIIによりリン酸化した後に,質量分

析法によりリン酸化部位を同定した42)その結果,以前

の報告とは異なり, PHF-タクの過剰リン酸化部位の中

の262番目と356番目のセリンが強くリン酸化されるこ

とを兄いだした42)すなわち, CaMキナ-ゼIIがPHF-

タウの過剰リン酸化反応に関与している可能性が出てき

た.なお, 262番目と356番目のセリンは,タウのチュー

ブリン結合部位の中に存在する(Fig.6 ).筆者らは,

タウがCaMキナ-ゼIIでリン酸化されるとチューブリ

ンとは結合できなくなることを確認した42)すなわち,

以前に兄いだしたタウのリン酸化による微小管重合の阻

害は,これらの2か所がリン酸化されることでチューブ

リンとタウの結合が阻害されるためであることが明らか

になった.

b.脳内でのタウのリン酸化反応

次に,脳内でのCaMキナ-ゼIIによるタウのリン酸

化について検討した43)まず, CaMキナ-ゼIIでリン酸

化したタウのみを認識する特異抗体を作製した. 262番

目と356番目のセリンは,複数のプロテインキナ-ゼで

Fig. 6 Schematic representation of the longest human tau isoiorm and hyperphosphorylation sites in PHF-tau. The

four tubuhn-binding sites are marked by black boxes. Residue numbers are indicated. Among the　22

hyperphosphorylation sites, the three phosphorylation sites by CaM kinase II are indicated by asterisks.
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リン酸化されることが知られていた34,35)そこで以前に

報告されていた416番目のセリンのリン酸化に注目した.

まず, 416番目のセリンを含むペプチドを合成し,その

リン酸化反応について検討した.その結果,調べた限り

ではCaMキナ-ゼIIのみが合成ペプチドをリン酸化し

た43)したがって,この部位のリン酸化がCaMキナ-

ゼIIによるタウのリン酸化の指標になると判断した.

416番目のセリンの位置にリン酸化セリンを含むペプチ

ドを新たに合成し,このリン酸化ペプチドを抗原として,

416番目のセリンがリン酸化されたタウに対する特異抗

体(抗PS416-タウ抗体)を作製した.作製した抗体を

用いた免疫プロットにより, 416番目のセリンがラット

の脳内でリン酸化されていることが明らかになった.次

に,ラットの生後の発育に伴うタウのリン酸化の変化に

ついて検討した.生後10日目まではタウのリン酸化は

強く,成熟した脳ではリン酸化は著明に減少した.また,

ラットの胎児から海馬の神経細胞を初代培養し免疫染色

により,リン酸化タウの存在部位を検討した.その結果,

細胞体にリン酸化タウが存在することが明らかになった.

これらの検討から,脳の発育の早い段階で, CaMキナ-

ゼIIがタウを強くリン酸化していること,さらに,その

リン酸化は主に神経細胞体で起こっていることが明らか

になった.

C.アルツハイマー病脳でのタウのリン酸化反応

AD脳からPHF-タウを部分精製し免疫プロットを行

うと,抗PS416-タウ抗体がPHF-タウと反応した.これ

らのPHF-タウでは262番目と356番目のセリンもリン酸

化されており, CaMキナ-ゼIIがPHF-タウの過剰リン

酸化反応に関与していることが強く示唆された43)なお,

ADではないコントロールの脳のタウでは,抗PS416-タ

ウ抗体との反応は認められなかった.したがって,成人

脳では,タウはCaMキナ-ゼIIによってはリン酸化さ

れていないのかもしれない.それでも,死後すみやかに

脱リン酸化されている可能性も考えられる.次に, AD

脳の海馬を抗PS416-タウ抗体で免疫染色した.神経原

線維変化は明らかに染色されたが, neuropil threads

や老人斑の周囲の変成した神経突起は染色されなかっ

た43)これらの結果から, CaMキナ-ゼIIは神経細胞体

のみでのPHF-タウの過剰リン酸化に関与していること

が示唆された.興味深いことに,以前に免疫組織学的な

検討により, AD脳では, αアイソフォームが海馬の錐

体細胞の細胞体に多量に蓄積していることが報告されて

いる44)したがって, AD脳では何らかの理由で細胞体

に蓄積したαアイソフォームが, PHF-タウの過剰リン

酸化反応に関与している可能性がある.

おわりに

脳の神経細胞では,成熟に伴ってαアイソフォームが

119

増加していく.なぜ,他のアイソフォームではなく, α

アイソフォームが成熟した神経細胞で特異的に発現して

いるのかは明らかではない.一つの理由として, αアイ

ソフォームのmRNAのみが,後シナプス部に存在して

いることが挙げられる45)すなわち, αアイソフォーム

のみが後シナプス部の局所でタンパク質に翻訳されるこ

とが可能である.さらに,後シナプス部での神経伝達物

質受容体の刺激に応じて, αアイソフォームのタンパク

質の翻訳が増強される可能性も考えられる.なお,後シ

ナプス部にリボソームが存在することは以前から知られ

ていたが,最近,リボソームタンパク質のmRNAも存

在していることが明らかになった.リボソームタンパク

質の翻訳とリボソームの形成,さらにαアイソフォーム

のタンパク質の翻訳が何らかのプロテインキナ-ゼ系に

より制御されているのかもしれない.このような制御機

構が存在すれば,細胞外からの情報を神経細胞の細胞体

まで伝えることなく,しかもタンパク質の産生が必要な

部位でのみ,翻訳機能を増強させることができると考え

られる.

なお,それぞれの細胞には,多くの種類のプロテイン

キナ-ゼが存在し,細胞外からの刺激によってそれらの

活性や細胞内局在部位が調節されている.これまで述べ

てきたインスリン分泌反応や神経細胞機能の制御にも

CaMキナ-ゼII系以外のプロテインキナ-ゼ系も関与

していることはまちがいない.今後は,タンパク質脱リ

ン酸化酵素も含めてそれぞれの酵素系の役割分担を明ら

かにしていく必要がある.その研究には,この10年ほ

どで大きく進歩したプロテオーム解析の手法も有用であ

ろう.それらの研究を通して, CaMキナ-ゼIIの本当

の生理的意義も明らかになるものと期待される.
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